
 

平成 20 年 11 月７日 

各   位 

 

 会 社 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

 代表者名 代表取締役社長 山下 徹 

 (コード番号  9613   東証第１部）  

 問合せ先 財務部ＩＲ室 室長 金江 隆司 

 (ＴＥＬ． 03－5546－9962) 

 

（訂正）平成２１年３月期 第２四半期決算短信・平成２１年３月期 第２四半期 連結決

算概要（参考資料）の一部訂正について 

 

平成 20 年 11 月４日に開示いたしました「平成２１年３月期 第２四半期決算短信」等の記載内容

に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

 

記 

 

（訂正箇所） 

１.「平成２１年３月期 第２四半期決算短信」10 ページ記載の ５（3）【四半期連結キャッシュ・

フロー計算書】 

 

【訂正前】 

 （単位：百万円）

  
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 社債の発行による収入 99,577

 長期借入金の返済による支出 △3,897

 コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △45,000

 リース債務の返済による支出 △7,575

 配当金の支払額 △7,009

 少数株主への配当金の支払額 △2,205

 その他 △320

 財務活動によるキャッシュ・フロー 33,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,060

現金及び現金同等物の期首残高 112,910

現金及び現金同等物の四半期末残高  145,971

 



 

【訂正後】 

 （単位：百万円）

  
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 社債の発行による収入 99,577

 社債償還のための基金への支出 △30,000

 長期借入金の返済による支出 △3,897

 コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △45,000

 リース債務の返済による支出 △7,575

 配当金の支払額 △7,009

 少数株主への配当金の支払額 △2,205

 その他 △320

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,060

現金及び現金同等物の期首残高 112,910

現金及び現金同等物の四半期末残高  115,971

 

２.「平成２１年３月期 第２四半期 連結決算概要（参考資料）」2ページ記載の ☆ 設備投資、

キャッシュ・フロー計算書、Ｂ／Ｓの概要 

 

【訂正前】 

区  分 

① 

2009/3 月期 

第 2 四半期 

累計 

 ② 

2008/3 月期 

第 2四半期 

累計 

①－② 

対前年同期比 

増減  

③ 

2009/3 月期 

見通し 

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 901 1,221 ▲319   1,900

 (再)償却費･除却費 825 757 68   1,560

投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲913 ▲715 ▲198   ▲1,800

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲11 505 ▲517   100

財務ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 335 ▲685 +1,020  ▲200

 
 

【訂正後】 

区  分 

① 

2009/3 月期 

第 2 四半期 

累計 

 ② 

2008/3 月期 

第 2四半期 

累計 

①－② 

対前年同期比 

増減  

③ 

2009/3 月期 

見通し 

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 901 1,221 ▲319   1,900

 (再)償却費･除却費 825 757 68   1,560

投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲913 ▲715 ▲198   ▲1,800

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲11 505 ▲517   100

財務ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 35 ▲685 +720  ▲200

 

以 上 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自�平成20年４月１日 
 至�平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 43,327 
減価償却費 78,901 
固定資産除却損 3,655 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,851 
支払利息 2,330 
出向政策の見直し等に係る関連費用 △40,773 
売上債権の増減額（△は増加） 68,034 
たな卸資産の増減額（△は増加） △34,225 
仕入債務の増減額（△は減少） △23,681 
その他 19,677 
小計 84,395 
利息及び配当金の受取額 989 
利息の支払額 △1,987 
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 6,775 
営業活動によるキャッシュ・フロー 90,172 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
固定資産の取得による支出 △89,005 
子会社株式の取得による支出 △2,742 
その他 397 
投資活動によるキャッシュ・フロー △91,350 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
社債の発行による収入 99,577 
社債償還のための基金への支出 △30,000 
長期借入金の返済による支出 △3,897 
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △45,000 
リース債務の返済による支出 △7,575 
配当金の支払額 △7,009 
少数株主への配当金の支払額 △2,205 
その他 △320 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,567 
現金及び現金同等物に係る換算差額 671 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,060 
現金及び現金同等物の期首残高 112,910 
現金及び現金同等物の四半期末残高 115,971 
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☆☆ 設備投資、キャッシュ･フロー計算書、Ｂ／Ｓの概要設備投資、キャッシュ･フロー計算書、Ｂ／Ｓの概要

１．2009年3月期 第2四半期累計実績

2

（単位：億円）

区 分

①
2009/3月期
第2四半期

累計

②
2008/3月期
第2四半期

累計

①－②
対前年同期比

増減

③
2009/3月期
見通し

設 備 投 資 913 713 +200 1,600

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 901 1,221 ▲319 1,900

(再)償却費･除却費 825 757 68 1,560

投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲913 ▲715 ▲198 ▲1,800

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲11 505 ▲517 100

財務ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 35 ▲685 +720 ▲200

区 分

①
2009/3月期
第2四半期

②
2008/3月期

期末

①－②
対前期末比

増減

③
2009/3月期
見通し

総 資 産 11,947 11,938 +9 12,000

(再)有形･無形固定資産 6,866 6,745 +120 ―

有 利 子 負 債 2,918 2,412 +506 2,540

株 主 資 本 等 5,628 5,481 +147 5,880

■設備投資
・金融分野向けのｼｽﾃﾑ設備投資等の増

■フリー・キャッシュ・フロー
・利益増はあるものの、出向政策見直し等
に伴う一時金の支払影響及び 設備投資
の増等により減

■有形・無形固定資産
・設備投資及び連結子会社の拡大影響が
減価償却費等を上回ったことにより増

■有利子負債
・コマーシャル・ペーパーの償還はあるもの
の、社債発行により増

■株主資本等
・純利益による増
・配当による減 等

増減の主な内容

※

※．株主資本と評価換算差額等の合計。


